
令和４年度札幌市地域包括支援センター・介護予防センター一覧
※　「担当地区」は、各まちづくりセンターの名称で表記しています。

令和４年11月28日現在

区 〒 住所 電話番号 FAX番号 担当地区（まちづくりセンター） 法人名

札幌市中央区第１地域包括支援ｾﾝﾀｰ 060-0062 札幌市中央区南2条西10丁目1001-5 パールタウン内 209-2939 271-7878 下記の地区すべて 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市中央区介護予防センター大通公園 060-0062 中央区南2条西10丁目1001-5 パールタウン内 271-1294 271-7878 本府・中央　西創成　大通・西　桑園 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市中央区介護予防センター北一条 060-0031 中央区北1条東1丁目2-3　時計台記念病院内 251-1340 231-5433 東北・東　苗穂　豊水 社医）カレスサッポロ

札幌市中央区第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ 064-0941 札幌市中央区旭ヶ丘5丁目6-51 520-3668 561-8300 下記の地区すべて 社福）札幌慈啓会

札幌市中央区介護予防センター円山 064-0944 中央区円山西町4丁目3－20　西円山敬樹園内 633-6056 644-9619 南円山　円山 社福）渓仁会

札幌市中央区介護予防センター宮の森 064-0958 中央区宮の森1237－1 611-7741 611-2228 宮の森 医社）恵和会

札幌市中央区第３地域包括支援ｾﾝﾀｰ 064-0919 札幌市中央区南19条西8丁目1－14　第18ふじい宅建ビル2階 205-0537 205-0538 下記の地区すべて 社福）札幌慈啓会

札幌市中央区介護予防センター曙･幌西 064-0944 中央区円山西町4丁目3－20　西円山敬樹園内 633-6055 644-9619 曙　幌西 社福）渓仁会

札幌市中央区介護予防センター旭ヶ丘 064-0941 中央区旭ヶ丘5丁目6-51 532-6110 530-1623 山鼻 社福）札幌慈啓会

札幌市北区第１地域包括支援ｾﾝﾀｰ 001-0024 札幌市北区北24条西5丁目　札幌サンプラザ5階 700-2939 700-5037 下記の地区すべて 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市北区介護予防センター新道南 001-0024 北区北24条西5丁目　札幌サンプラザ5階 707-4129 700-5037 鉄西　幌北　北 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市北区介護予防センター新琴似 001-0915 北区新琴似町787番地2、3　セージュ新ことに内 769-2800 769-2801 新琴似 医）耕仁会

001-0040 札幌市北区北40条西4丁目2-7　札幌Ｎ40ビル　2階 736-4165 746-1665 下記の地区すべて 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市北区介護予防センター百合が原 002-8081 北区百合が原11丁目185-13 774-3333 774-3377 麻生　太平百合が原 社福）百合の会

札幌市北区介護予防センター茨戸 002-8042 北区東茨戸2条2丁目8-21 773-6110 775-5880 拓北・あいの里 社福）札幌恵友会

札幌市北区介護予防センター篠路 002-8022 北区篠路2条9丁目1-80 グリーンピア篠路内 770-6161 770-6262 篠路 社福）エムアール会

札幌市北区第３地域包括支援ｾﾝﾀｰ 001-0908 札幌市北区新琴似8条14丁目2-1 214-1422 214-1423 下記の地区すべて 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市北区介護予防センター新川・新琴似西 001-0930 北区新川715－2 764-2232 768-2413 新川　新琴似西 社福）札幌恵友会

札幌市北区介護予防センター屯田 002-8081 北区百合が原11丁目185-13 774-3740 774-3377 屯田 社福）百合の会

札幌市東区第１地域包括支援ｾﾝﾀｰ 065-0023 札幌市東区北23条東15丁目5-26　昌栄堂ビル３階 711-4165 751-3272 下記の地区すべて 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市東区介護予防センターなえぼ 065-0042 東区本町2条5丁目7－10　竹田ビル1階 782-7010 785-6572 鉄東　苗穂東 社福）三草会

札幌市東区介護予防センター北光 065-0017 東区北17条東5丁目2－5 　大友恵愛園内 752-6110 723-0790 北光 社福）大友恵愛会

札幌市東区介護予防センター北栄 065-0023 東区北23条東15丁目5－26　昌栄堂ビル3階 751-1294 751-3272 北栄 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市東区第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ 065-0042 札幌市東区本町2条5丁目7-10　竹田ビル1階 781-8061 785-6572 下記の地区すべて 社福）三草会

札幌市東区介護予防センター元町 065-0024 東区北24条東18丁目4－30 784-0808 781-4826 元町 社福）愛和福祉会

札幌市東区介護予防センター伏古本町 007-0867 東区伏古7条3丁目1－33　藤苑内 781-1100 781-4567 伏古本町 社福）伏古福祉会

札幌市東区介護予防センター東苗穂 007-0819 東区東苗穂町1089－1 ウィズ東苗穂内 789-6050 789-3101 札苗 社福）シルバニア

札幌市東区第３地域包括支援ｾﾝﾀｰ 007-0845 札幌市東区北45条東15丁目3－15 サンシャインビル１階 722-4165 731-1665 下記の地区すべて 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市東区介護予防センター栄町 007-0844 東区北45条東9丁目2-7 禎心会東センター 748-8484 712-0916 栄西 社医）禎心会

札幌市東区介護予防センター栄・丘珠 007-0843 東区北43条東16丁目1-10 パレス・ロイヤルⅤ 503号室 780-5512 780-5513 栄東　丘珠 医）豊生会

札幌市白石区第１地域包括支援ｾﾝﾀｰ 003-0027 札幌市白石区本通４丁目北６-１　五光ビル３階 864-4614 864-5633 下記の地区すべて 社福）渓仁会

札幌市白石区介護予防センター白石中央 003-0024 白石区本郷通3丁目南1-35　コミュニティホーム白石内 864-5535 864-9590 白石 社福）渓仁会

札幌市白石区介護予防センター川下 003-0864 白石区川下4条6丁目2-23 875-6810 875-8551 北東白石 社福）鶴翔福祉会

札幌市白石区第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ 003-0003 札幌市白石区東札幌3条3丁目7-25 シヴァビル５階 837-6800 837-6801 下記の地区すべて 医）東札幌病院

札幌市白石区介護予防センター菊水 003-8510 白石区菊水4条1丁目9-22　勤医協札幌病院内 820-1365 820-1366 東札幌　菊水 公社）北海道勤労者医療協会

札幌市白石区介護予防センター菊の里 003-0828 白石区菊水元町8条2丁目7-15 879-6012 875-3663 北白石　菊の里 社福）寛聖会

003-0026 札幌市白石区本通17丁目南5-12　清友ビル１階 860-1611 860-1612 下記の地区すべて 社福）渓仁会

札幌市白石区介護予防センター本通 003-0023 白石区南郷通18丁目北7‐17　谷口ビル2階 868-5010 868-5015 東白石　白石東 医社）明日佳
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区 〒 住所 電話番号 FAX番号 担当地区（まちづくりセンター） 法人名

札幌市厚別区第１地域包括支援ｾﾝﾀｰ 004-0069 札幌市厚別区厚別町山本750－6　 896-5077 896-5021 下記の地区すべて 社福）栄和会

札幌市厚別区介護予防センター厚別西東 004-0069 厚別区厚別町山本750－6 896-5019 896-5021 厚別西　厚別東 社福）栄和会

札幌市厚別区介護予防センターもみじ台 004-0007 厚別区厚別町下野幌38－18 ディ・グリューネン内 898-8660 898-6760 もみじ台 医）東札幌病院

札幌市厚別区第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ 004-0022 札幌市厚別区厚別南5丁目１-10 375-0610 375-0615 下記の地区すべて 社福）栄和会

札幌市厚別区介護予防センター厚別中央・青葉 004-0055 厚別区厚別中央5条6丁目5－20　かりぷ・あつべつ内 896-1475 894-4404 厚別中央　青葉 社福）協立いつくしみの会

札幌市厚別区介護予防センター大谷地 004-0041 厚別区大谷地東5丁目7－10　ﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗ大谷地内 894-6110 894-6188 厚別南 医）重仁会

札幌市豊平区第１地域包括支援ｾﾝﾀｰ 062-0012 札幌市豊平区美園12条7丁目7-8　八千代ビル1階 841-4165 841-5533 下記の地区すべて 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市豊平区介護予防センター美園 062-0012 豊平区美園12条7丁目7-8　八千代ビル1階 817-1294 841-5533 豊平　美園 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市豊平区介護予防センター中の島 062-0921 豊平区中の島1条8丁目3－18 813-3311 813-3833 平岸　中の島 独法）地域医療機能推進機構

札幌市豊平区第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ 062-0034 札幌市豊平区西岡4条3丁目7－5 竹田ビル1階 836-6110 836-6116 下記の地区すべて 社医）恵和会

札幌市豊平区介護予防センター西岡 062-0035 豊平区西岡5条12丁目1－2　みどりの丘内 581-3000 584-3005 西岡 社福）札幌光陽会

札幌市豊平区介護予防センター東月寒・福住 062-0053 豊平区月寒東3条18丁目20-48 852-8830 858-6315 福住　東月寒 社医）康和会

札幌市豊平区第３地域包括支援ｾﾝﾀｰ 062-0020 札幌市豊平区月寒中央通7丁目6－20 JA月寒中央ビル2階 854-7777 854-7780 下記の地区すべて 社医）恵和会

札幌市豊平区介護予防センター月寒 062-0022 豊平区月寒西2条5丁目1-2 　幸栄の里内 857-6110 851-3803 月寒 社福)ノテ福祉会

札幌市豊平区介護予防センター南平岸 062-0034 豊平区西岡4条13丁目17－1 584-1325 584-1360 南平岸 社医）恵和会

札幌市清田区第１地域包括支援ｾﾝﾀｰ 004-0861 札幌市清田区北野1条1丁目6－28 888-1717 888-1718 下記の地区すべて 社福）ほくろう福祉協会

札幌市清田区介護予防センター北野・平岡 004-0867 清田区北野7条4丁目8-25 885-1230 883-1450 北野　平岡 社福）厚仁会

札幌市清田区第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ 004-0841 札幌市清田区清田1条1丁目1-36 タナカビル2階 887-5588 887-5311 下記の地区すべて 社福）ほくろう福祉協会

札幌市清田区介護予防センター清田・里塚・美しが丘 004-0839 清田区真栄395－1　秀寿園内 885-7119 885-8029 清田　里塚・美しが丘 社福）秀寿会

札幌市清田区介護予防センター清田中央 004-0846 清田区清田6条1丁目1－30　神愛園清田内 882-5322 882-5986 清田中央 社福）神愛園

札幌市南区第１地域包括支援ｾﾝﾀｰ 005-0003 札幌市南区澄川3条6丁目3-3  じょうてつドエル真駒内1階 867-0710 867-0717 下記の地区すべて 社医）恵和会

札幌市南区介護予防センター石山・芸術の森 005-0855 南区常盤5条1丁目1-7 592-7622 592-7775 石山　芸術の森 社福）北海道ハピニス

札幌市南区介護予防センター澄川 005-0003 札幌市南区澄川3条6丁目3-3  じょうてつドエル真駒内1階 598-1295 867-0717 澄川 社医）恵和会

札幌市南区第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ 005-0814 札幌市南区川沿14条2丁目1-36 572-6110 572-7075 下記の地区すべて 医）愛全会

札幌市南区介護予防センター定山渓 061-2303 南区定山渓温泉西3丁目71　定山渓病院内 598-3311 598-3338 簾舞　藤野　定山渓 医）渓仁会

札幌市南区介護予防センターもいわ 005-0832 南区北ノ沢1819－9　 578-4525 571-7566 藻岩(藻岩・南沢) 社福）前田記念福祉会

札幌市南区第３地域包括支援ｾﾝﾀｰ 005-0014 札幌市南区真駒内幸町2丁目1－5 真駒内幸町ビル701号室 588-6510 588-6511 下記の地区すべて 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市南区介護予防センターまこまない 005-0014 南区真駒内幸町2丁目1－5　真駒内幸町ビル701号室 581-1294 581-0930 真駒内　藻岩下 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市西区第１地域包括支援ｾﾝﾀｰ 063-0804 札幌市西区琴似１条５丁目1-10 琴似１条ビル１階 611-1161 611-1173 下記の地区すべて 医社）静和会

札幌市西区介護予防センター八軒 063-0845 西区八軒5条西3丁目4-8　コーポ八軒1階 624-7026 624-7096 八軒　八軒中央 医社）静和会

札幌市西区介護予防センター山の手・琴似 063-0004 西区山の手4条5丁目3-1　セージュ山の手内　 631-6110 614-8444 琴似二十四軒　山の手 医）耕仁会

札幌市西区第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ 063-0032 札幌市西区宮の沢1条1丁目1-3 宮の沢１条ビル４階402 661-3929 661-3960 下記の地区すべて 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市西区介護予防センター西町 063-0032 西区西町南21丁目2-15 第一ワコービル1階 663-2558 663-2558 西町 社福）宏友会

札幌市西区介護予防センター西野 063-0037 西区西野7条3丁目5-36 668-3300 671-6868 西野 社福）西平和会

札幌市西区第３地域包括支援ｾﾝﾀｰ 063-0823 札幌市西区発寒3条1丁目2-25　ヒロガミビル1階 671-8200 671-8250 下記の地区すべて 社福）ノマド福祉会

札幌市西区介護予防センター発寒 063-0834 西区発寒14条12丁目2-22 666-6855 666-6501 発寒北　発寒 医）秀友会

006-0814 札幌市手稲区前田4条10丁目2－8　タケシンスクエアビル3階 695-8000 695-8855 下記の地区すべて 医）秀友会

札幌市手稲区介護予防センターまえだ 006-0812 手稲区前田2条10丁目1－7 手稲つむぎの杜内 685-3141 685-3880 前田 社福）渓仁会

札幌市手稲区介護予防センター新発寒・富丘・西宮の沢 006-0004 手稲区西宮の沢4条3丁目3-40　愛輪園内 683-5561 683-5173 新発寒　富丘西宮の沢 社福）緑誠会

札幌市手稲区第２地域包括支援ｾﾝﾀｰ 006-0835 札幌市手稲区曙5条2丁目8-1 686-7000 686-6000 下記の地区すべて 医）秀友会

札幌市手稲区介護予防センター中央・鉄北 006-0022 手稲区手稲本町2条2丁目1-1　村田ビル1階 682-1294 684-8066 手稲　手稲鉄北 社福）札幌市社会福祉協議会

札幌市手稲区介護予防センター稲穂･金山・星置 006-0035 手稲区稲穂5条2丁目6－5 685-8366 681-7375 稲穂金山　星置 社福）手稲ロータス会
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